令和３年度 北海道エキノコックス症対策協議会媒介動物専門部会
日時：令和４年３月 23 日（水）13：30～
場所：TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前
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ただ今から、令和３年度北海道エキノコックス症媒介動物対策専門部会を開会します。
本日、司会進行を担当いたします、北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課の根本です。
開会にあたりまして、当課の佐藤課⾧よりご挨拶申し上げます。

佐藤食品衛生課⾧

北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課⾧の佐藤です。北海道エキノコックス症対策協
議会媒介動物対策専門部会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、御出席いただきましたことに、厚くお礼
申し上げます。
本会は、新型コロナウイルス感染症の発生による影響もあり、令和２年２月 21 日以来の
開催となります。この間、前部会⾧の福本委員の退任がございまして、押田委員、野中委
員、孝口委員には引き続き、酪農学園大学の蒔田委員に今回から新たに委員に就任してい
ただきました。また、押田委員におかれましては、先に開催された北海道エキノコックス
症対策協議会において、同会の副会⾧及び媒介動物専門部会の部会⾧に決定されておりま
す。委員に就任していただいた皆様に、改めてお礼申し上げます。
道では、北海道エキノコックス症対策実施要領に基づき、エキノコックス症対策を推進
しておりますが、媒介動物専門部会では、このうちの媒介動物対策について、委員の皆様
から専門的な御意見をいただき、道民への正しい知識の普及啓発や効果的な感染リスクの
低減策等について議論し、施策に反映させる取組みをしております。

本日の専門部会では、例年と同様に、媒介動物疫学調査の概要について報告いたします
ほか、孝口委員、野中委員及び衛生研究所の浦口特任研究職員より、エキノコックスに関
する調査研究について、御報告していただく予定となっております。
最後になりますが、今後の媒介動物対策をより効果的なものにしていくため、活発なご
討議を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。
根本課⾧補佐

ありがとうございます。では、本日の議事に入る前に、委員の皆様をご紹介いたします。
（委員紹介）
それでは、この後の議事の進行は押田部会⾧にお任せいたします。押田部会⾧、どうぞ
よろしくお願いいたします。

押田部会⾧

北海道エキノコックス症媒介動物対策専門部会の部会⾧を務めます帯広畜産大学の押田
です。冒頭、佐藤課⾧からもお話がありましたとおり、この媒介動物対策専門部会では、
皆様から専門的な御意見をいただき、北海道のエキノコックス症媒介動物対策について審
議することを目的として、設置されております。
前部会⾧の福本委員が退任され、このたび私が部会⾧を務めることとなりましたので、
どうぞよろしくお願いします。初めてのことですので、行き届かないところがあるかと思
いますが、どうぞよろしくお願いします。時間も限られておりますので、皆様におかれま
しては、どうぞ、議事の円滑な進行について、ご協力をお願いします。
それでは、議事の開始に先立ちまして、事務局から、配付資料と本日の流れについて、
説明をお願いします。

島田食肉検査係⾧

事務局を務めます食品衛生課の島田です。配付資料の確認と、本日予定している議事に
いて説明いたします。
（配付資料の説明）
足りないものがございましたら、事務局までお声がけください。
本日の議事としては、まず、議事１「令和２年度及び令和 3 年度エキノコックス症媒介
動物疫学調査結果について」事務局から報告いたします。
続いて、議事２といたしまして、衛生研究所の孝口委員、浦口特任研究職員、北海道大
学の野中委員から、エキノコックス関連の調査研究について、ご報告いただきます。
続いて、議事３といたしまして、北海道エキノコックス症対策実施要領及びキツネ対策
実施要領について、事務局からご説明いたします。配付資料と本日の流れの説明は以上と
なります。

押田部会⾧

ありがとうございます。それでは、議事に入りたいと思います。まず、令和２年度及び
令和 3 年度媒介動物疫学調査結果について、事務局から説明をお願いします。

島田食肉検査係⾧

（資料に基づき説明）

押田部会⾧

ありがとうございます。ただいまの説明について、ご質問等ありますでしょうか。

野中委員

調査結果についてではないのですが、最初の部分、豚・馬の検査に関する記載で「クチ
クラ層」という語が用いられています。クチクラ層という言葉は、線虫の表面もそのよう
に呼称するため、紛らわしい、ということから、現在の獣医学教育では、元となる英単語

laminated layer を和訳した「層状皮膜」という語を使うようにしています。現在ではクチ
クラという語が主流かもしれませんが、記載の変更を検討してはいかがでしょうか。
押田部会⾧

クチクラという語に慣れている方も、これからの若い獣医師の方にも伝わるように変更
するとすれば「層状皮膜（クチクラ層）
」などの記載とすべきということですね。
野中先生、ありがとうございます。それでは、そのような記載方法について検討いただ
きたいと思います。他になにかご質問等ありますでしょうか。
ないようであれば、私から伺います。タヌキについてですが、過去にもご説明あったか
もしれませんが、令和元年度の調査で７検体中２検体の陽性となっていますが、どのよう
な状態まで成⾧しているものが検出されていましたか。

孝口委員

このとき検出された成虫の成育状況ですが、非常に生育の悪い、かつてから報告がある
ものと同様に貧弱な成虫でした。今後報告する予定としております。

押田部会⾧

ありがとうございます。卵を産めるような生育度合いではなかったということですね。
他に何かございますか。

蒔田委員

資料 1 の市町村ごとに○がついているものについて、キツネに○が着いているところで
はネズミも感染している、ということを意味すると思うが、表ではネズミに○がついてい
ないものもある。どのようにとらえればよいでしょうか。

島田食肉検査係⾧

ネズミのデータについては、過去に調査研究で行ったものを採用しているのみであり、
継続して調査している内容としてはキツネの解剖検査及び豚と馬の食肉検査の内容となっ
ています。陽性のキツネが見つかったことがあっても、ネズミからは見つかっていない、
ということを意味するものではございません。

押田部会⾧

他にございますか。

孝口委員

豚のデータについては、年度毎、ややばらつきが大きいと感じますがいかがでしょうか。

島田食肉検査係⾧

豚については、と畜検査において把握されたものですので、どういう状況で陽性豚が検
出されているのかを確認したところ、豚では、例えば特定の地域が一様に汚染されている、
というようなことではなく、基本的に農家単位となっています。エキノコックスに感染し
ている豚が多い農家と、ほとんど見られない農家に分かれるという状況です。もちろん、
陽性の農家については、そこで飼養している豚が感染しているということは、豚と同様に
そこで働くヒトにも感染のリスクがありますよ、ということで周知啓発等行うわけですが、
それで改善されていけば、農家単位で変動する、ということになります。ですので、ある
程度のばらつきは生じうるのかな、というのが我々の持っている印象です。

押田部会⾧

他にございますか。ないようですので、次に、議事２としまして、衛生研究所の浦口先
生から御報告をいただきます。どうぞよろしくお願いします。

浦口特任研究職員

（スライドを使用して説明）
・都市に生息するキツネの生息状況等についての報告

押田部会⾧

浦口先生、ありがとうございます。大変興味深いお話だったと思います。ただいまの報

告について、ご質問等ありますでしょうか。
野中委員

どうもありがとうございます。都市部のキツネの状況について、非常にわかりやすく解
析されたものだと思います。どこかで発表される予定でしょうか。

浦口特任研究職員

学会等にはまだ発表しておりません。

野中委員

是非とも発表していただきたいと思います。
ひとつ、今後、都市部のキツネが増えていくとして、エキノコックスの感染状況はどの
ように広がっていくんだろう、と考えたときにですね、今はまだ、外から入ってきたキツ
ネが大きな影響を与えている、ということだと思います。都市部のキツネもその他の地域
のキツネも感染率は変わらない、という調査結果が出ているということですが、仮にそれ
が 40％だとして、都市部のキツネの感染率が都市の中で 40％に維持されるのかというこ
と、つまり、都市部に十分な中間宿主がいなければ維持されないと思うんですね。ですの
で、都市部に生息するネズミ、特にエゾヤチネズミの個体数についてもデータも重要かな
と思いました。都市部のキツネの感染率については今後も見ていく必要があると思います。

浦口特任研究職員

キツネについては、これまでも十分データを収集してきていますが、ネズミついては市
内を広く調べると言うことはしておりませんので、たしかに今後必要かもしれないと考え
ています。

押田部会⾧

ありがとうございます。他に、ご質問等ありますでしょうか。

蒔田委員

大変興味深い報告をありがとうございます。
まず、ネズミの話がありましたが、生態学的観点から、捕食、餌の利用可能具合ですね、
で、感染環がどのように維持されるかあるいは増えていくか、ということについて、研究
が学問としては必要になるでしょうし、行政的には、それに対して、個体数を減少させる
取り組みをするのか、また、個体数には触れず、エキノコックスのリスクだけを下げる取
り組みをするのか、キツネの糞に含まれる虫卵との接触を減らしていく、かつ、衛生教育
という取り組み、行政の対策としてやっていくのか、複合的かつ具体的な議論が必要とな
っていくと感じました。

押田部会⾧

ありがとうございます。浦口先生いかがでしょうか。

浦口特任研究職員

確かに行政としてこの状況をどうしていくのか、ということについては、そろそろ話し
合わなければならない時期が来ていると感じていますが、まず、このような報告をするの
も今回が初めてです。明日、札幌市でこの件についてお話しする予定があるのですが、少
なくとも今のままこのまま対応を変えないというわけにもいかないかもしれません、とい
う点についてはアピールしていきたいと考えています。とはいえ、どうするのかというこ
とについては、人的、予算的な負担もかかることですから、そういったことを含めてどう
いう手段をとるのか検討されるものと思います。それに対して、我々としては、こういう
対策があるよ、など、この後の孝口委員の報告にもありますが、示していけたらと思って
います。

押田部会⾧

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。

野中委員

今日の話は札幌市だということですが、私自身も浦口先生に御相談したのですが、旭川
市の公園でもそういう相談がありまして、どうにかできないか、ということで共同研究を
考えているところです。おそらく他にも、帯広市なども、同じような状況があるのかもと
思いますので、札幌市以外の都市についても目を向けて今後検討していくべきではないか
なと思います。

押田部会⾧

はい、ありがとうございます。
確かに、こちら帯広でも、普通の住宅街にキツネがいますね。北海道の大きな都市で同
様に考えていって良い状況なのではないかなと思います。
孝口先生はいかがでしょうか。

孝口委員

営巣地点をプロットしていますが、どのような情報に基づいて解析していますか。

浦口特任研究職員

営巣に関しては、市に寄せられた苦情の中で、申立者の住所がわかっていて、親子のキ
ツネを見た、複数等をいっぺんにみた、などの情報が、春の子育て時期に来たものについ
て取り上げています。正確な巣の位置がわかっているわけではなく、苦情者の住所という
ことになりますが、そのような時期に子ギツネを見るということは、せいぜいそこから数
百メートル以内に巣があるということを示唆していますので、営巣と判断しています。

押田部会⾧

どうもありがとうございました。私からも一つよろしいでしょうか。
この都市ギツネについて、そもそも北海道内での個体数が増え続けている中で、都市ギ
ツネが増えているのか、それとも、都市の環境が、ゴミなどが豊富で餌に困らないという
ことで都市にキツネが増えているのか、どちらなのでしょうか。

浦口特任研究職員

それについては、世界中の都市ギツネに関して同様に持たれている疑問です。
キツネの都市への進出のきっかけは、周辺のキツネの高い個体密度が原因だと言われて
います。本日配布されている資料で、キツネの有害駆除数のデータがありますが、この有
害駆除数はキツネの個体数の一つの指標になるのではないかと思っています。実際に、有
害駆除数のグラフのトレンドと、札幌市内の交通事故死数のグラフのトレンドは非常に似
ています。いずれにしても、都市への進出に当たり、当初の契機は、周辺地域の個体密度
の上昇なのかもしれませんが、現在では、都市のキツネは都市で生まれ、都市から出ない
でまた都市の中で増えている、という状況が海外の複数の都市で報告されていますので、
今後、札幌市内のキツネの個体数は、道内全体での個体数の増減状況とは独立して、どん
どん増加していくのではないかという懸念を持っています。

押田部会⾧

ありがとうございます。今のうちに手をうっておかなければならない状況なのだな、と
強く感じました。他に何かございますか。
浦口先生、本当にどうもありがとうございました。それでは、続きまして、衛生研究所
の孝口先生、どうぞよろしくお願いします。

孝口委員

（スライドを使用して説明）
・複数の施設管理者等が連携して行ったベイト散布の一例を紹介

押田部会⾧

ありがとうございます。ただいまの報告について、ご質問等ありますでしょうか。

野中委員

孝口先生、ありがとうございました。ご説明にもありましたが、検討されている地域毎
に様々な事情がありますので、柔軟に対応できる方法作り大切だと感じます。こういった
小さな成功の積み重ねが、大きな成功に繋がると思いますので、地道に取り組んでいただ
きたいと思います。
ひとつ申し上げますと、当初、ガイドラインでは、
「100 ㍍メッシュにベイトを 1 個」と
いう内容であり、誰が見ても非常にわかりやすい方法を示されていると思っていました。
ただ、今回のケースでは、100 ㍍メッシュ一つ当たり 2 個や 3 個の散布となっていたと思
います。キツネがベイトに遭遇するチャンスを増やすという意図だと思いますが、当初の
ガイドラインで示していた「100 ㍍メッシュにベイトを 1 個」という、だれでも同じ方法、
というコンセプトから外れてしまうのかな、と。そのあたりどのように考えたら良いでし
ょうか。

浦口特任研究職員

「100 ㍍メッシュに 1 個」という考え方についてですが、50 ヘクタールほどの土地を想
定しています。そうすると全部で 50 個を一度に散布することになります。この数について
は、対象地域のキツネの家族の全個体に毎月まんべんなく１個を摂取させるとして、この
くらいではないか、と感覚的に予想して設定した数になります。もちろん、もっと多い方
がよいということにはなるわけです。
ところが、散布地域が小面積になった場合、例えば 50 ヘクタールではなく 30 ヘクター
ルだった場合は、素直に 30 個を散布すればよい、ということになりますが、はたして本当
に、対象地域のキツネにきちんと摂取してもらえるのか、面積が小さくなることに比例し
て散布する数も減らしてきちんと効果を得られるのかという疑問が出てきます。では一体
いくつかがよいのか、ということになりますが、それについては検証等を行わなければわ
らかないものの、そもそもの対象地域内のキツネの個体数を確定させなければならないな
で、非常にハードルの高い研究になってしまう。そういった事情となっています。

野中委員

ありがとうございます。もちろんはじめは、感覚的に 50 個、などの判断でよいと思いま
す。将来的には、実際どのくらいがよいのかについて検討できるとよいと思います。

押田部会⾧

ありがとうございます。他にはございませんか。

蒔田委員

プラジクアンテルの購入は自治体や町内会等で可能なのか、また、費用はどのくらいな
のか、ということについて教えていただけますか。

孝口委員

プラジクアンテルとしては、ハダクリーンという魚用のものを使っている。自治体や町
内会等での購入は可能。製造したベイトの保管用の冷凍庫なども含めると 10 万円程度が
必要となることが多い。小ロットでの作成が可能になればもうすこしコストダウンできる
かもしれないが、少なくともハダクリーンそのものが、500 グラムからの販売となってお
り、3 万円程度となっています。

押田部会⾧

さきほどの野中先生の御指摘に関してですが、私としては浦口先生の御意見について非
常に理解できるなぁ、というところです。というのも、こちら帯広で散布実験を行ってい
るのですが、以前は静止画撮影だったのですが、今は動画撮影したものを解析しているん
ですね。それを見ると、ほとんどをネズミとリスが分けて食べているという状況です。実
際にキツネが食べているのが数パーセントでした。そういうことを考慮すると、浦口先生

が散布に示している数はリーズナブルとも思います。とはいえ、そういった部分も含めて
検証をすすめていけるとよいのかなと思います。
他に何かございますか。孝口先生、ありがとうございました。
続きまして、野中先生、どうぞよろしくお願いします。
野中委員

（道立衛生研究所との共同研究についての口頭報告）
・道内で分布するエキノコックスの遺伝的多様性について

押田部会⾧

ありがとうございます。
大変興味深い内容でした。つまり、A と B 二つの大きなグループがあって、それぞれか
らいくつかの分岐がある、というイメージですよね。ひょっとするとそのタイプ B が、我々
が、エキノコックスはこのように侵入してきた、と思っているものであり、一方、タイプ
A はそれよりも遙か以前から、別なルートで侵入してきたという可能性があるかもしれな
いということですよね。

野中委員

ええ、世界的に見ますと、A はセントローレンス島、つまりアラスカの方に由来するも
ので、一方、B は中国の青海省あたりに由来します。一体どうやって入ってきたのか、と
いう疑問はありますが、遺伝子の解析結果はそのように示しているところです。

押田部会⾧

ぜひとも、次回はもっと詳しく御報告いただきたいと思います。ありがとうございまし
た。では議事の３に移りたいと思います。北海道エキノコックス症対策実施要領及びキツ
ネ対策実施要領について、事務局からご説明をお願いします。

島田食肉検査係⾧

事務局から説明いたします。本道の媒介動物対策について、委員の皆様に御議論いただ
くに当たりまして、道の取り組みについて、ご説明いたします。
お配りしている参考資料には、道で定めております「北海道エキノコックス症対策実施
要領」及び「キツネ対策実施要領」をお示ししております。これらに基づき、道における
媒介動物対策といたしまして、道民への正しい知識の普及啓発や、議事１でも御報告した、
キツネ等の感染率調査を継続して行っております。また、リーフレットについても、毎年
作成しておりまして、お配りしているリーフレットは今年度作成し、道内の保健所等を通
じて市町村へ配布したものです。住民、犬の飼い主、来道者、犬を連れてくる方などもい
らっしゃいますので、そういった方をターゲットに作成したものとなっています。また、
調査研究の成果等を踏まえ、過去の当会において議論いただき作成した“キツネの駆虫に関
するガイドライン”及び“キツネの駆虫薬の小面積散布ハンドブック”を本道の HP で公開し
ております。道内の市町村や、公園管理者などに対して、感染リスク低減策の選択肢の一
つとして「駆虫薬の散布」を紹介するものとなっています。今年度も、我々食品衛生課に
対し、自治体等から駆虫薬散布に関する問い合わせが複数あり、必要に応じて道立衛生研
究所から技術的助言をいただけるよう、お繋ぎするなどしております。
道といたしましては、これらの取り組みについては、今後も引き続き継続してまいりた
いと考えております

押田部会⾧

ありがとうございます。⾧年継続している感染率調査や、知識の普及啓発など、どれも
重要な取り組みかと思いますので、継続することが望ましいと思います。委員の皆様から
なにか御意見はありますか。それでは、これらの取り組みにつきましては、次年度におい

ても継続していただき、エキノコックス症の媒介動物対策を推進していただきたいと思い
ます。また、今後、新たな取り組みに関する御意見等があった場合も、ご連絡いただいて
よろしいかなと思いますし、必要に応じて事務局より皆様に御照会するなどして、検討を
進めていただきたいと思います。
野中委員

すみません、一つよろしいでしょうか。このことに限った内容ではなく、全体としての
ことなのですが、媒介動物対策として、皆様ご存知かもしれませんが、北海道では環境動
物フォーラムが、道内の多くの自治体で、ベイトの散布をしております。その中で、キツ
ネの感染率が下がった自治体がほとんどなのですが、それ以外にも、様々なことがわかっ
てきているときいております。そのうえで、この委員会としても、その取り組みについて
も、当部会として把握しておく必要はないでしょうか。民間事業者、ということにはなり
ますけれども、ここに来ていただいて、御報告いただくなどすることは、エキノコックス
症の媒介動物対策を進める上では重要なことではないかと考えますがいかがでしょうか。

押田部会⾧

事務局としてはいかがでしょうか。

島田食肉検査係⾧

貴重な御意見ありがとうございます。環境動物フォーラムの方に来ていただいてお話し
いただくということについては、事務局から先方に調整させていただいたうえで、可能で
あればということになりますけれども、その方向で検討させていただきたいと思います。
また、環境動物フォーラムに限らず、例えば本日の報告でもありました都市ギツネの状況
に関して札幌市のご担当者、また、また皆様御承知のとおり、近年の愛知県でのエキノコ
ックス症の状況などもございますので、国立感染症研究所の先生にお話しいただけないか
御相談してみるなど、事務局にて調整したうえでということにはなりますけれども、可能
な範囲で対応したいと思います。

野中委員

ありがとうございます。環境動物フォーラムに限らず、道内において独自の取組みをさ
れているところもあると思いますので、そういったところの取組みついて我々も知るとい
うことはとても大切だと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

押田部会⾧

私もそういったことは非常に重要なことだと思います。どうでしょうか、委員の方々か
らのご推薦をいただき、その上で事務局において調整いただく、というような流れでいか
がでしょうか。

島田食肉検査係⾧

はい、そのようにしていただけると非常に助かります。どうぞよろしくお願いします。

押田部会⾧

それでは、私からも、ひとつ新しい取組みということで提案させていただきたいと思い
ます。以前、福本前部会⾧がいらっしゃったときにも御発言があったかと思いますが、こ
れまで道で集めている疫学調査のデータですね、非常に大きなデータであるとおもいます
が、これについて、統計的なモデルを使っての解析ということをやってみてはどうだろう
かと考えております。最近の統計モデルというのも非常に発達しているので、進めてはど
うかと考えております。この点については、衛生研究所の方々と協力させていただいて進
められればと考えておりますが、孝口先生いかがでしょうか。

孝口委員

我々としても、そういった統計的なモデル解析というのは不得手な部分がございますの
で、是非御協力させていただければと思います。

押田部会⾧

ありがとうございます。それではこの件はまた改めてご連絡させていただきたいと思い
ます。それでは最後に議事４その他、でございますけれども、御発言等ございますでしょ
うか。

根本課⾧補佐

事務局からご連絡いたします。
本日の議事の内容につきましては、後日、北海道エキノコックス症対策協議会に報告い
たしますが、委員の皆様には、事前に内容を御確認いただく予定ですので、その際はどう
ぞよろしくお願いします。事務局からは以上です。

押田部会⾧

他にご発言のある方はいらっしゃいますか。それでは、これで本日は閉会といたします。
皆様、お疲れ様でした。

